
大学名 氏名 大学名 氏名 ポイント

1 WC 慶應義塾大学 藤原智也 慶應義塾大学 下村亮太朗 5800

2 WC 近畿大学 田口涼太郎 近畿大学 河野甲斐 4000

3 関西大学 松田康希 関西大学 大植駿 4000

4 駒沢大学 末尾拓翔 駒沢大学 三角理旺 2200

5 筑波大学 石榑元晴 筑波大学 中村元 1800

6 筑波大学 守谷岳 筑波大学 田中佑 1200

7 駒澤大学 吉田響介 駒澤大学 小高拓海 900

8 関西大学 清原幹太 関西大学 銘形剛希 850

9 明治大学 山中朝陽 明治大学 村田英夢 800

10 立教大学 在原迅人 立教大学 保坂駿太 800

11 慶應義塾大学 白藤成 慶應義塾大学 今鷹洸太 800

12 日本大学 高橋栄吉 日本大学 斎藤成 800

13 同志社大学 岩田真優 同志社大学 渡邉敦也 600

14 近畿大学 蔡旻修 近畿大学 図師奨之介 400

15 関西学院大学 其田怜 関西学院大学 中留諒太 400

16 甲南大学 秋月真緒 甲南大学 藤本拓 280

17 日本大学 小川智裕 日本大学 片山楓 226

18 日本大学 天崎荘汰 日本大学 山内一輝 226

19 鹿屋体育大学 田中翔 鹿屋体育大学 狩行紀希 213

20 慶應義塾大学 有本響 慶應義塾大学 菅谷優作 200

21 専修大学 間宮浩輝 専修大学 松村英俊 200

22 小樽商科大学 新山悠永 小樽商科大学 山名雄大 200

23 愛知学院大学 大矢祥生 愛知学院大学 市川剣都 200

24 同志社大学 鈴木悠太 同志社大学 馬場亮汰 200

25 日本大学 丹下颯希 日本大学 上野山大洋 200

26 日本体育大学 山田知宙 日本体育大学 森健太郎 200

27 福岡大学 田畑佑馬 福岡大学 酒井俊輔 176

28 中京大学 皆川将也 中京大学 多田怜正 150

29 金沢大学 渋井諒 信州大学 太田皓介 150

30 愛知学院大学 伊藤肇 愛知学院大学 内倉隼哉 150

31 中京大学 加藤翼 中京大学 中込颯馬 100

32 東北大学医学部 緒方優介 仙台大学 遠沢風太 100

33 松山大学 万道麻央 松山大学 寒作裕司 100

34 松山大学 梅野寿輝 松山大学 廣島朋哉 76

35 北海道大学 内山大誠 北海道大学 法華津孝哉 76

36 富山大学 山本 泰暉 富山大学 浅井 暢斗 50

1 早稲田大学 丹下将太 早稲田大学 増田健吾 1930

2 法政大学 守屋達貴 法政大学 大田空 1530

3 早稲田大学 池田朋弥 早稲田大学 高畑里玖 1075

4 中央大学 清水盾伎 中央大学 井上隆也 850

5 関西大学 中村秋河 関西大学 中基 550

6 明治大学 町田晴 明治大学 副田温斗 505

7 法政大学 矢島淳揮 法政大学 村田雄飛 500

8 早稲田大学 吉野郁哉 早稲田大学 山口柚希 435

9 明治大学 徳航太 明治大学 宮永竜聖 260

10 専修大学 川上舜世 専修大学 麦倉豪 230

11 福岡大学 辻陽平 福岡大学 藤井将輝 226

12 近畿大学 平石瑛 近畿大学 仲里翼 200

13 関西大学 井戸垣一志 関西大学 天野響 200

14 甲南大学 奥平駿 甲南大学 久保晃平 130

15 兵庫大学 堺太志 兵庫大学 合田渚 126

16 慶應義塾大学 小路博隆 慶應義塾大学 菅谷拓郎 126

17 明治大学 今里翔吾 明治大学 野田成佑 113

18 中京大学 河村陸斗 中京大学 ⾧谷川凛 100

19 東海大学 星野泰輝 東海大学 齋藤倖久 100

20 同志社大学 鈴木龍弥 同志社大学 宮地吾侑 100

21 関西大学 堀川莞世 関西大学 岩本晋之介 100

22 兵庫大学 森下皓太 兵庫大学 田中聖人 100

23 明治大学 高澤直希 明治大学 肥沼遼 100

24 慶應義塾大学 赤西大樹 慶應義塾大学 林航平 100

25 青山学院大学 折井晴哉 青山学院大学 佐藤大心 100

26 中央大学 石井涼太 中央大学 間仲啓 100

27 近畿大学 藤井悠人 近畿大学 伊藤空央 100

28 立命館大学 本田柊哉 立命館大学 小川駿 100

29 関西学院大学 増成拓也 関西学院大学 増成智也 100

30 早稲田大学 田中瑛大 早稲田大学 渡部将伍 100

31 慶應義塾大学 高木翼 慶應義塾大学 脇坂留衣 100

32 早稲田大学 木原啓汰 早稲田大学 栗山晃太朗 100

33 東北大学 飯田康介 東北大学 松藤悠 76

34 北海道文教大学 伊東峻吾 北海学園大学 三上翔平 63

35 愛知学院大学 山田直輝 愛知学院大学 中村涼輔 63

36 日本大学 手嶋海陽 日本大学 石垣秀悟 63

37 福岡大学 藤浪巧 福岡大学 山県希心 50

38 ⾧崎国際大学 前川政太郎 ⾧崎国際大学 姉川翔 50

39 中央大学 石川真輝 中央大学 玉城勇稀 50

40 石川県立大学 川尻虎南 金沢工業大学 北市貴裕 50

41 早稲田大学 藤田大地 早稲田大学 渡部裕貴 50

42 中京大学 内山照英 中京大学 片山響 50

43 信州大学 鈴木豪太 信州大学 小布施瑞己 50

44 北海道大学医学部 清水裕貴 北海道大学医学部 近藤健太朗 50

45 福島大学 佐々木偉琉 東北学院大学 新妻幸生 50

46 明治大学 太田翔 明治大学 横田大夢 50

47 岡山大学 野内綾太 岡山大学 村田智哉 26

48 松山大学 横田拓真 松山大学 正岡拓人 26

1 法政大学 佐藤太耀 法政大学 平井健太郎 325

2 明治大学 藤川悠 明治大学 河内健 210

3 上武大学 小町谷恵輔 上武大学 ⾧谷川諒 200

4 岡山大学 宮川真輝 岡山大学 新居岳士 126

5 順天堂大学 植松蓮 順天堂大学 坂田学杜 100

6 明治大学 坂井修造 明治大学 飯田翔   63

7 日本大学 青木響真 日本大学 仲間舜 63

8 鹿屋体育大学 太田佳人 鹿屋体育大学 原口弘明 52

9 近畿大学 河野健司 鹿屋体育大学 川田瑞基 50

10 四日市大学 谷川大雅 四日市大学 室井卓海 50

11 立教大学 稲田康太郎 立教大学 岡崎開 50

12 駒澤大学 山口駿 駒澤大学 植木海音 50

13 青山学院大学 須田悠仁 青山学院大学 野口聡太 50

14 中央大学 若松玄登 中央大学 水口翔瑛 50

15 日本大学 高悠亜 日本大学 小泉煕毅 50

16 駒澤大学 末吉鼓太朗 駒澤大学 内田涼太郎 50

17 筑波大学 日野健太 筑波大学 藤川侑志郎 50

18 亜細亜大学 日野知紀 亜細亜大学 芳谷仁 50

19 東北学院大学 小野寺翔 青森大学 庄司璃音 50

20 金沢大学 山内舜 信州大学 竹谷悠 26

21 新潟医療福祉大学 荒岡宏輔 新潟医療福祉大学 高沢崚平 26

22 愛知学院大学 田口友雅 愛知学院大学 村木昇太 26

23 福岡大学 泊口啓樹 福岡大学 高氏大斗 26

24 北海道大学 宮原悠輔 北海道大学 前田将秀 26
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